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Multiphoton reactions of Yb3+
→Yb2+ induced by femto- and nanosecond laser irradiation

*Nobuaki NAKASHIMA*

 Ytterbium 3+ ions in methanol were found to be reduced to the corresponding 2+ ions upon laser 
irradiation with each of three excitation methods. In the first excitation method, UV nanosecond laser 
pulses (a 248-nm KrF laser with a duration of 20 ns and a 266-nm laser from a YAG laser with a 
duration of 5 ns) were used. Yb2+ absorption appeared after a few hundred shots of irradiation due to the 
direct excitation of the charge transfer band by the UV lasers with the yield comparable to those of the 
UV laser excitations of Eu3+ (0.62) and Sm3+ (0.34). The second method is based on femtosecond laser 
irradiation. The excitation pulses had central wavelengths of 800 nm of a Ti : sapphire laser with a 
duration of 43 fs, as well as 970 and 1930 nm converted from the 800 nm fundamental pulse. The 
reduction is considered to occur via solvent ionization followed by electron capture by Yb3+ in spite of 
resonant or non-resonant excitation to the 4f-4f transition. The third method is a two-color and two-step 
excitation followed by the Yb3+→Yb2+ reduction. The first photon (975 nm) pumps to the 4f excited 
state, the second photon (355 nm) reaches the charge transfer state, and then the reduction occurs. These 
pulses for the third method were obtained from a Nd : YAG nanosecond laser system. The excitation 
wavelength effects support this mechanism. Three photo-reduction passways should be common in the 
Eu3+, Sm3+, and Yb3+ systems.

１．は　じ　め　に
　ランタニドイオン（Lnn+）の光化学の一端を確立する
ことが目的である．Ln3+の4f電子励起状態は光反応しな
いが多段階励起（ここでは多光子励起とも書く）は有効
である．筆者らがEu3+，Sm3+系の多光子Eu3+→Eu2+，
Sm3+→Sm2+反応を見い出している．次の２点が明らか
にすべき疑問と興味である．第一に他のLnn+への展開で
ある．14元素の内，どこまで展開できるのであろうか．
第二に反応機構の詳細を明らかにすることである．多光
子の励起中間状態は推定されてはいるが，確定に至って
いない，反応収量が確定されていない．ナノ秒励起の場
合に反応効率は低く，ピコ秒励起の場合に効率が高いよ
うに見えた．この理由も不明瞭である．そこで，Ln3+の
多光子励起によるLn3+→Ln2+反応を他のLn3+に展開し，
反応の機構をより詳しく調べることにした．本研究では
Yb3+系，Yb3+→Yb2+，を調べた．Yb3+系で成功すれば，
Ln3+→Ln2+反応が一般的であり，Eu3+，Sm3+系が例外
ではないことがより強調であろう．また，Yb3+系は電子
準位が単純で，反応機構の解明に最適である．
　本研究はランタニド（Ln）の精製，原発の高レベル

放射性廃棄物の低減技術，これらの基礎にできる．
Lnn+，アクチニドイオン（Acn+）は外郭に f電子を有し
ており，Lnn+の4f電子に関係した光化学反応は5f電子
を有するAcn+にも適用できると思われる．従って，Acn+

の分離，すなわち，核燃料の再処理での応用に展開でき
る可能性がある．

２．ランタニドイオンの光化学的性質	
２．および光酸化還元反応

2.1　溶液中のランタニドイオンの価数と光反応
　ランタニドイオン（Lnn+）の価数（n）について，表
１に示すようにLnn+の酸化状態は+3（Ln3+）が主である
が，適当な溶媒，または固体中では+2 ─ +4が知られて
いる．例えば，Nd2+，Sm2+，Eu2+，Dy2+，Tm2+，Yb2+につ
いて溶液中でその存在が報告されている．１，2）　

Ln3+→Ln2+またはLn4+の反応が，適当な条件下では可
能なことを示唆している．
　Donohueは1977より1980年半ばまでにLn3+→Ln2+

またはLn4+についての紫外光（UV）励起光反応をEu，
Ce，Smについて調べ，溶液系から価数変化したLnn+を
分離することができることを示した．3）　レーザー励起の
特徴，すなわち，２光子励起による反応もDonohueの
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提案に始まる．4）　「Lnn+の光酸化還元反応を利用すれば，
Lnの精製に利用でき，また放射性廃棄物の低減化技術
につながる．」として，２光子励起によるLnn+→Lnm+

（m=n∓1）の研究を提唱した．UV励起，すなわち，
Eu3+，Ce3+，Sm3+においてはそれらの電荷移動（CT）状
態に励起すればLnn+→Lnm+（m=n∓1）が起きる．
Ln3+は可視部中心に4f←4f電子遷移を示す．吸収線幅
は数―数十ナノメートルと狭く，選択励起が可能である，
が，4f電子励起状態は酸化還元反応を示さない．そこ
で，エネルギーの高いCT状態にまで4f電子励起状態を
経て段階的に励起すれば，酸化還元反応が起きるのでは
ないか，という提案であった．簡単な実験のように思え
た．結局，提案から15年を経て筆者らが最初に成功し
た．5）　Eu3+の394 nmの4f←4f遷移に色素レーザー光
（パルス幅20 ns，数mJ／パルス）を照射，照射後，Eu2+

の生成をその蛍光で観測することができた．その後，２  

psパルス励起では反応効率が0.3に達することを示し
た．6）　柳らはEu3+→Eu2+の反応を394 nmのフェムト秒
パルス励起し，より詳細に解析した．7）　筆者らは２番目
の多光子Ln3+→Ln2+反応例としてSm3+系での多光子還
元反応を発表した．8）　フェムト秒パルス励起の実験を進

めている際に偶然に見つかったことであるが，レーザー
により溶媒がイオン化し，次のように，溶媒和電子によ
る還元反応が起きることが分かった．9）  フェムト秒レー
ザーによるメタノールのイオン化は詳しく調べられてい
る．10）

	 Eu3+	+	e─	→	Eu2+

溶媒和電子とEu3+の反応は放射線化学で知られてい
る．11，12）　すなわち，溶媒に放射線を照射すると溶媒和電
子を発生し，Eu3+ + e─→ Eu2+が起きる．フェムトレー
ザー励起の場合はこれと同様の機構であろう．Sm3+系
でもフェムト秒パルス励起によりSm2+の生成を観測で
きた．8）

　Eu3+，Sm3+についての光酸化還元反応は三種類の励起
方法によって達成できる．8）　本研究ではYb3+について調
べたが，同様に三種類の励起方法による光反応がおきる
ことが分かってきた．13）　三種類の励起方法とは　Ⅰ．UV

レーザーによるCTの励起，Ⅱ．フェムト秒パルスによる
溶媒和電子の生成，それに続く反応，Ⅲ．4f電子励起状
態を経る多光子反応である．

2.2	 Yb3+→Yb2+反応に展開する理由
　今後明らかにしたいことの第一はEu3+，Sm3+で見られ
たものと同様の光反応がLnn+でどこまで広げられるか，
を調べることである．第二に励起方法のⅢ，多光子励起
反応，の詳細を調べることである．最終的にはそれぞれ
のLn3+→Ln2+またはLn4+の反応効率を決め，この反応
を利用する場合の指針としたい．
　光励起による酸化還元反応が起きるかどうかは生成し
たイオンが安定に溶媒中で存在できることが必要条件で
ある．価数が変化したイオンが強力な還元力，または酸
化力を持つイオンに変換されると溶媒との間で酸化還元
反応を起こし，結果としてその価数が変化したイオンは
溶液中で安定に存在し得ない．溶媒中で安定なランタニ
ドイオンはすでに明らかである．（表１）酸化還元電位
の 点 か ら み て もYb3+→Yb2+（─1.15 eV）はEu3+系
（─0.35 eV），Sm3+系（─0.35 eV）の中間であるから，生

表１　ランタニドイオン（Lnn+）の酸化状態　Ln3+が主 1，2）

元　　素 +2 +3 +4

La +
Ce （+） + +
Pr + （+）
Nd + + （+）
Pm +
Sm + +
Eu + +
Gd +
Tb + （+）
Dy + + （+）
Ho +
Er +
Tm + +
Yb + +
Lu +

+：溶液中で観測される，（+）：固体中
は本研究を含めLn3+→Ln2+反応が観測できている系

表２　Ln3+→Ln2+光反応：Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
Ⅰ Ⅱ Ⅲ

反応
（酸化還元電位／eV）

原子番号
UVレーザーによCT励起の反応
効率（波長nm）

fsパルスによる溶媒和電子
Ln3++e─→Ln2+，（波長nm）

4f電子励起状態を経る
多光子反応（波長nm）

代表文献

Sm3+→Sm2+（─1.55） 62 0.34（248） fs （800） fs （403） 0[8]

Eu3+→Eu2+（─0.35） 63 0.62 （248），0.97 （308） trap効率0.2と推定 fs （800）
ns （393）
ps （393）

0[6]

Yb3+→Yb2+（─1.15） 70 未定 （248，266） fs （800，980，1930） ns （975+355） [13]

Yb3+→Yb2+については本報告での議論，酸化還元電位 14）
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成したYb2+は溶媒中である程度安定であると考えられ
る．これがYb系を調べようと考えた一つの理由である．
実際，UV光によるCT励起の反応，励起方法Ⅰ，およ
び，フェムト秒パルス励起（溶媒和電子による還元反応），
励起方法Ⅱ，多段階励起による反応，励起方法Ⅲについ
て，Yb3+→Yb2+反応が起きることを明らかにすること
ができた．
　Yb3+系の際立った特徴は4f電子構造の単純さである．
近赤外から可視部に存在する励起状態は 2F5/2だけである
ため，4f電子励起状態間の緩和を考慮する必要がない．
多段階励起反応の中間電子励起状態はこの準位をおいて
他にない．Yb3+系について反応機構の解明，反応収量の
評価を行えば，Eu3+，Sm3+系の反応機構の解釈を深める
ことができるであろう．
　図１にはEu3+，Sm3+と今回提案している系（Yb3+）の
エネルギー準位図を示した．Eu3+，Sm3+，Yb3+で低い4f
電子励起状態からの発光寿命は数マイクロ秒，ないしそ
れ以上である．最低発光状態を中間状態にできるなら
ば，励起光はマイクロ秒のパルスで充分のはずである．
Eu3+系ではピコ秒パルス励起で反応効率が0.3に達した

が，ナノ秒パルス励起では極めて低かった．5）　それが，
Eu系で f電子励起中間状態を発光レベル 5D0としないで，
5L6にしている理由であるが，確定に至っていない．
Yb3+で励起方法Ⅲ（ f電子励起準位を経る多光子励起）
について詳しく調べれば，中間状態，f電子励起準位，
の役割を明らかにできるであろう．今回は共鳴励起多光
子反応の励起励起波長依存性を調べることにより，中間
状態が f電子励起状態であることを明確にできた．

３．実　　　　　験
3.1	 ナノ秒レーザー励起系
　励起ナノ秒レーザーパルスはContinuum NY81-10

（Nd：YAGレーザー，基本波1064 nm，900 mJ，10 Hz，
８ ns）をベースとし，励起パルスは以下のように波長変
換して得た．３倍波（355 nm）からパラメトリック発振
器Surelite OPO PLUSで波長920─1000 nmパルス（数
mJ／パルス，スペクトル幅４ nm）を得た．３倍波（0.5 

mJ／パルス）はパラメトリック発振の励起パルスの一部
を利用した．試料励起の光学系を図２に示す．尚，励起
レーザー波長のモニターにはOcean Photonics USB4000

図１ Eu3+，Sm3+とYb3+のエネルギー準位図．
 Eu3+，Sm3+系の多段階反応，反応スキームⅢ，は実現されている．（本文参照）Yb3+系が今回実現した系．発光寿命はEu3+，Sm3+系は

MeOH溶媒，15）Yb3+系はDMSO溶媒での値．16）

	 ａ）Eu3+系 ｂ）Sm3+系 ｃ）Yb3+系

図２　照射光学系，励起パルス（IR：920─1000 nm，UV：355 nm）の波形とタイミング
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を用いた．
　励起パルスのタイミングは重要である．まず，IRパ
ルスが先に試料に照射され，遅れてUVパルスが照射さ
れるように光学遅延を10 nsとした．実際の遅延はパラ
メトリック発振の際の時間遅れにより，図２右下に示す
ように，数ナノ秒先に IRパルスが試料に照射されるこ
とになった．IR，UVパルス間でまだ若干の重なりが
残っているように見える．このときの検出器はNew 

Focus model 1621（フェムト秒パルスはこの検出器で立
ち上がり１ ns，1/e2のパルス幅は３ nsと計測される．）
でTektronix TDS3032B（300 MHz）に表示した．レー
ザーパルスエネルギーは直接あるいはビームスプリッ
ターで分枝し，Gentec QE8SP-1-MT-USBおよびTPM-

310で常時モニターした．集光レンズは IRパルス側が焦
点距離35 mm，UVパルス側は100 mmを用いた．焦点
の焼き付けパターンの大きさは0.3 mmの直径であった．
光学系は試料と透過位置で0.5 mmのスリットを透過す
るように二つのビームの位置合わせを行った．試料セル
の厚さの２ mmの方向で照射し，照射後，分光光度計（島
津3600）でのYb2+の濃度の測定では４ mmの方向で測
定した．１分以上同じ場所に照射しないよう，位置をず
らした．
　Yb3+のCT吸収を１光子で直接励起しYb3+→Yb2+を
誘起するため，紫外ナノ秒レーザーパルスを利用した．
上述のNd：YAGレーザーから266 nmパルス（４倍波，
数mJ／パルス），KrFエキシマーレーザー（Lambda 

Phyisk COMPex 102）から248 nmパルス（100 mJ／パ
ルス，20 ns）を得た．試料セルは石英製，図３右に示
すように，そのサイズは2 （幅）×4 （奥行）×20 （高さ） 

mm3であった．セルの体積は0.16 cm3に相当するが，
ナノ秒パルス励起の場合は溶液の高さを４─５ mm，すな
わち，溶液の体積を0.036 cm3程度とした．照射後，
Yb2+は吸収スペクトルからその濃度を評価した．Yb2+

の吸収スペクトル，モル分子吸光係数は若干溶媒の種

類，Cl─イオンの濃度などに依存するが，EtOH溶媒での
モル分子吸光係数の文献値，2）　最長波長のピーク（367 

nm）で500 M─1 cm─1とした．吸収スペクトルの測定に
は紫外可視分光光度計島津3600を用いた．

3.2	 フェムト秒レーザー励起系
　チタンサファイヤフェムト秒レーザーから直線偏光の
中心波長800 nmのパルスを得た（Thales，Alpha 100/

XS）．繰り返しは100 Hz，パルス幅は43  fsである．パ
ルス幅はシングルショットオートコリレーター
（Thales，TAIGA），パルスエネルギーはパワーメー
ター（Gentec eo，PS-310B）で測定した．中心波長
970，1930 nmの赤外パルスは800 nmの基本波をパラメ
トリック発振，増幅器（Quantronix，TOPAS）から得
た．それぞれのスペクトル幅は40 nm（970 nmパル
ス），80 nm（1930 nm）であった．パルス幅はパラメト
リック変換された波長が1400 nmのとき，130 fs

（APE，PulseCheck オートコリレーターで測定）であっ
たので，970 nm，1930 nmの場合もパルスの時間幅は
1400 nmの場合程度に広がっていると推定した．これら
のパルスビームを焦点距離50 mmの平凸で集光し，試
料に照射した．焦点におけるレーザー強度はメタノール
中でのフィラメント生成の閾値（1.0×1013 Wcm─2）10）の
約10倍と推定した．試料セルは上記のナノ秒の照射実
験の場合と同じである．吸収スペクトルの測定には紫外
可視分光光度計U-3500（HITACHI）を用いた．
　YbCl3 ·6H2O（Aldrich，99.998%），メタノール（Nacalai，
スペクトル級），15─クラウン─5─エーテル（15C5），
（Tokyo Kasei，> 97%）はそのまま使用した．溶液は
Yb2+の溶存酸素による酸化（Yb2+→Yb3+）を抑えるた
め脱ガスした．ナノ秒UV照射，２波長２段励起では
Yb3+濃度は0.6─0.7 M，試料溶液の高さ0.5 cm（ナノ秒
UV），0.4 cm（２波長２段励起）15C5濃度はその３倍
等量，フェムト秒パルス励起では0.10 M（試料溶液の

図３　フェムト秒パルス照射系（左）とサンプルセルの拡大図（右）



 ナノおよびフェムト秒レーザーによる多光子 Yb3+→Yb2+反応 43

高さ0.5 cm），15C5濃度はその５倍等量とした．

４．結果と考察
4.1	 ナノ秒UVレーザーパルス励起（反応スキームⅠ）
　図４にはYb3+系のエネルギー準位と利用したレー
ザー波長の関係を示す．800，970，1970 nmは後述す
るフェムト秒レーザーパルスの波長と975 nmの f–f遷移
との関係を示す．紫外部の幅の広い吸収はCT吸収また
は f–d遷移と呼ばれており，270 nmから始まりピーク
は243 nmである（図５および表３）．表３には参考のた
め，Ln3+（Eu3+，Sm3+，Yb3+）とハロゲンイオン（Cl─，
Br─）間のCT状態のピーク波長を示した．酸化還元電位
と明確な相関がある．
　Eu3+，Sm3+系ではこれらのCT励起Ln3+→Ln2+反応は
すでに知られていた．（表２，および文献 18，19，20，21））表２
の酸化還元電位の順番からYb3+系はEu3+，Sm3+系の中
間であるから，当然Yb3+系でも同様の反応が期待され，
実際，本実験で実現できた．248 nm（KrFレーザー），
あるいは，266 nm（YAG４倍波）のレーザー光１光子

でCT状態に到達でき，照射後Yb2+の吸収を観測でき
た．これは三つの反応スキームのⅠである（表２）．

	 248または266	nm
　Yb3+Cl─		 	 Yb2+Cl
	 	 　 	Yb2+	+	Cl

（反応スキームⅠ）

　図６─８には266 nmレーザーパルスの照射前後の吸収
スペクトル，それらの差スペクトルを示す．このスペク
トルの帰属により，Yb3+→Yb2+反応が起き，Yb2+を生
成した，と結論している．図６のスペクトル（実線）は
266 nm ４mJ／パルス，600ショット照射した結果であ
る．励起後Yb2+に帰属できる吸収が370 nm付近に出現
し，それを励起前後の差スペクトルとして図７に示し
た．
　図7aのスペクトルは報告されているエタノール中の
Yb2+スペクトル 2）とほぼ一致し，Yb2+よるものと結論で
きる．Yb2+のUVスペクトルは溶媒等により異なる．本
実験では15C5を３倍等量加えているがピークは367  

nm，18─クラウン─6─エーテルを加えた場合は353 nm，
文献ではエタノール中で365 nm，THF溶媒で391 nm

との報告がある．2）　このようにLn2+の吸収スペクトル
（あるいは蛍光スペクトル）が溶媒により異なることは
Eu2+，Sm2+でも見られることであり，8，22） 5d←4f遷移の
特長である．尚，Yb2+の蛍光は結晶中，低温で報告はあ
るが，23，24） 室温，脱ガスした試料の本実験条件ではYb2+

の蛍光は検出限界以下で，観測できなかった．一方，
Eu3+，Sm3+ではそれらの蛍光を容易に観測でき，反応追

図４ YbCl3─メタノール溶媒系のエネルギー準位とナノ秒UV，フェ
ムト秒赤外パルスのレーザー波長．

図５ YbCl3─メタノール溶媒系の電荷移動（CT）吸収と励起レー
ザー波長（248 nm（KrFレーザー），266 nm（YAG4倍波））
の位置（↑）．

表３　Ln3+の電荷移動（CT）吸収帯のピーク（nm），溶媒はメタノール，17） および，酸化還元電位（eV）14）

カウンターイオン Eu3+ Sm3+ Yb3+

Cl─ 272 220 243

Br─ 303 245 270

Ln3+ + e─ →Ln2+ ─0.34 eV ─1.55 eV ─1.15 eV

図６ 266 nm励起Yb3+→Yb2+反応．
 600ショット照射，266 nm４ mJ／パルス，Yb3+濃度0.6 M，

15C5は1.8 M，メタノール溶媒．370 nm付近にYb2+の吸収
が現れ，975 nmのYb3+の吸収は僅かに減少する．（図７に拡
大）
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跡に利用してきた．近赤外，975 nm付近の吸収は図１，
４のエネルギー準位図に示したYb3+の4f電子間の
2F5/2← 2F7/2遷移である．差スペクトルはYb3+の減少を
示している．Yb3+→Yb2+ならば［Yb2+］=─［Yb3+］とな
るべきである．975 nmでのYb3+のモル分子吸光係数は
2.56  M─1 cm─1，367 nmでのYb2+のモル分子吸光係数は
500 M─1 cm─1である．セル長0.4 cmを考慮するとYb3+

の減少量は3.5×10─3  Mであるが，Yb2+の生成量はそれ
より小さく1.7×10─3  Mとグラフから読み取れ，［Yb3+］
の減少量の約50%である．結局これはYb2+生成し，そ
れが後に続く266 nm励起により，逆反応Yb2+→Yb3+が
起きるためと解釈している．紫外線励起による反応，
Ln2+ →Ln3+，ここでは生成した２価の逆反応に相当する
が，Eu3+，Sm3+アルコール系で知られており，水素の発
生を伴う．25）　Yb3+系でも起きていると考えられる．実
際，266 nmレーザー照射中には活発な泡の発生が認め
られた．また．紫外線による反応Yb2+→Yb3+はYAG

レーザーの３倍波355 nm励起によっても起きた．266 

nmレーザーにより生成したYb2+に355 nm，1.5 mJ／パ
ルス，10 Hzで1.5分照射すると，初期Yb2+の吸光度が

0.35から0.15に減少した．試料の体積は40×10─3 cm3

であったので，逆反応Yb2+→Yb3+の量子効率は0.2を
超すと推定した．248 nm，KrFレーザー励起でも
Yb3+→Yb2+反応が起きることを確かめている．ナノ秒
レーザーホトリシスによりこの反応収率を求める予備的
実験を行った．Eu3+，Sm3+系で観測されるLn2+の過渡吸
収の強度と比較できるYb2+の過渡吸収の強度が得られ
ている．反応収量はEu3+→Eu2+で0.62，19）Sm3+系では
0.3421）であったから，Yb3+系でも同程度の効率と推定で
きる．
　逆反応の存在は長時間照射することにより，より明確
になった．266 nm ４mJ／パルスを更に照射し，40分後
（24000ショット），図6aの照射前との IR領域の差のス
ペクトルを図8aに示した．尚，この間Yb2+の紫外部の
吸光度は図６，７の場合の1.5倍に増大したが，比例的な
増大ではなく，生成と分解の光定常状態に近くなった状
態と思われる．差 IR領域の差スペクトルは（図８）は
微分曲線の様相を示している．原料のYb3+の成分が消
費（図8bの下向きの点線スペクトル）され，Yb2+を生
成，次に，逆反応Yb2+→Yb3+により２ nm長波長側にず

図７ ａ）照射前後（図６）の差スペクトルUV領域にYb2+の吸収スペクトルが出現，
 ｂ）IR領域はYb3+の消費に相当．

ａ） ｂ）

ａ） ｂ）

図８ ａ） 照射前後の差スペクトル，266 nm４ mJ／パルス，10 Hzを40分照射
 ｂ） Yb3+の消費（下向き点線）に逆反応Yb2+→Yb3+により２ nm長波長側にずれたYb3+の出現（上向き実線）を重ねると，

ａ）のスペクトルを再現できる．
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れたYb3+（図8bの上向きの実線のスペクトル）が出現
するとして，この差スペクトルを説明できる．逆反応で
Yb3+を生成する際に，Yb2+に配位していたメタノール
あるいは15C5エーテルを還元すると考えられる．結果
として生成したYb3+は照射前と異なる環境下に存在す
るようになった，と推定できる．実際図8aの差スペク
トルにおいて長波長部（>1100 nm）で吸収の減少が見
られたが，この領域にメタノール，15C5の赤外振動の
倍音，結合音の吸収が現れる．吸収の減少は溶媒の消費
を示している．

4.2	 フェムト秒IRレーザーパルス励起（反応スキー
ムⅡ）

　パラメトリック発振で970 nm，1930 nmのフェムト
秒 IRレーザーパルスを発生させ，照射した．2F5/2← 2F7/2

吸収（図４，６）は920から990 nmまでにわたる幅約70 

nmあり，フェムト秒パルスは40 nm程度のスペクトル
幅があるから，中心波長970 nmのフェムト秒パルスは
2F5/2レベルに励起できる．また，IRパルス1930 nmは
この準位に２光子吸収で到達可能ではある．パルス幅は
1400 nmで評価し，130  fsであった．チタンサファイヤ
レーザーの基本波波長800 nm（パルス幅43  fs）はYb3+

の準位にマッチしていないが，励起パルスとした．

　800 nm（43 fsのパルス幅）パルスを1.8×104ショッ
ト照射した結果を図８に，800 nmを970 nmパルスに変
えて行った結果を図９に示す．
　３ μJ以下ではYb2+の生成は見られなかったがこれは
３種の励起波長で共通していた．試料の後ろに白い紙を
置くと，白色光が発生していること目視できた．その閾
値も３ μJであった．この閾値は有機分子の多光子吸収の
実験の際に観測されたものと同じであった．26）　800 nm

パルス励起の場合の白色光のスペクトルは，有機分子の
多光子吸収の場合に観測されたものと同じであった．
970 nm励起の場合，図11にはセルを透過後のスペクト
ル示しているが，500 nm付近に山が見えた．
　以上のから赤外フェムト秒パルス励起で，１光共鳴
（970 nm），２光子共鳴（1930 nm，非共鳴（800 nm）励
起で白色光の発生とともにYb2+が観測されたことにな
る．これは白色光発生を伴い，還元反応が起きた例，
Eu3+→Eu2+，Sm3+→Sm2+ 8，9）と同様の現象が起きている
と考えられる．白色光の発生は非線形屈折率の時間変化
に原因があるが，メタノール溶媒の場合，自己収束→メ
タノールのイオン化→フィラメントの生成の一連の現象
が考えられ，10，27） そのフィラメントの中で非線形屈折率
の時間変化が顕著になり，IRレーザー光は可視の白色
光に変換されると考えられる．すなわち，メタノールは
多光子吸収でイオン化されていると考える．
　フェムト秒レーザーパルス励起のYb2+生成反応は次
のように書ける．

図９ 溶媒中のYb2+の吸収スペクトル（367 nm付近ににピーク）
が現れる．800 nm（43  fsパルス幅）パルスを1.8×104ショッ
ト照射．照射パルスエネルギーは図中に表示した．試料はタ
ノールを溶媒とし，0.1 MのYbCl3 ·6H2O，0.5 Mの15C5を
含む．

図10	Yb2+の生成の照射パルスエネルギー依存性．
 970 nm（130 fsパルス幅）パルスを1.8×104ショット照射．

縦軸は367 nmにおけるYb2+の吸光度（セル長0.4 cm方向で
観測）．Yb3+試料の濃度等は図９の場合と同じ．

図11	970nm照射，試料セルを透過後のスペクトル．
 白色光発生の閾値は３ μJ／パルス．
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	 n hν
CH3OH	 	CH3OH+	+	e─

	e─	+	Yb3+	→	Yb2+		
（反応スキームⅡ）

フェムト秒パルスレーザー励起の結論として，CT状態
には多光子吸収により，到達していない，と考えられ
る．３光子の800 nmパルス，970 nmパルスによる１光
子共鳴，それに続く３光子吸収でCT状態へはエネル
ギー的には到達し得る．しかし，結果としてはこのよう
な量子力学的多光子吸収が起きる効率は低く，白色光発
生（溶媒のイオン化）の効率の方が高いということを示
している．Sm3+系でも同様，CT状態への低い多光子吸
収の効率が推定されたので，8）　Ln3+→Ln2+反応で共通の
現象である．もっとも，Ln3+の4f ← 4f ２光子励起，発
光の観測の報告はある．28）　5d ← 4f（CT）の多光子吸収
は溶媒の多光子イオン化に比べ効率が低い，ということ
を示している．

4.3	 ナノ秒２波長２段階励起（反応スキームⅢ）
　反応は次に示すように２段階機構で説明することがで
きる．CTレベルにはナノ秒YAGレーザーのパラメト
リック変換による975 nm（６ mJ，スペクトル幅～４ 

nm）と３倍波（355 nm，0.3 mJ）の２光子で到達でき
る．YbCl3 ·6H2O，15C5のメタノール溶媒を３ないし18

分間（レーザーの繰り返しは10 Hz，1800─10800ショッ

ト）照射した．尚，赤外（先），紫外パルスの時間差は
数ナノである．（図２）照射後30分以内でYb2+の生成を
その吸収スペクトル（ピーク367 nm）で測定した．尚，
975 nm（６ mJ），355 nm（1.8 mJ）パルスをそれぞれ
単独で同じ光学系で10分照射したが，全くYb2+の生成
は観測されなかった．
　図12は３─18分照射後の差スペクトルを示す．６分
後にはすでに飽和傾向が始まっている．4.1節で議論し
たように２段目の励起光の355 nmが効率の良い逆反応
を引き起こすと考えられる．18分後にはほぼ飽和し，一
定値に近づいている．ナノ秒UV励起との結果とも合せ
ると．反応スキームⅢが起きていることを示している．

	 975	nm		 355	nm
　Yb3+Cl─	 	Yb3+Cl─	 	Yb2+Cl
　2F7/2	 	 2F5/2	 	 　 	Yb2+	+	Cl

（反応スキームⅢ）

反応機構を明確にする目的でYb2+の生成量を何点かの
励起波長で測定した．その結果を図13に示した．Yb2+

濃度（○印）はYb3+の4f─4f吸収スペクトル（実線）上
にプロットできた．このことは，反応は中間体4f電子励
起状態を経ることを明確に示している．本実験ではYb2+

の生成の飽和領域達しないと考えられる時間（３分照
射）での結果をプロットしている．赤外，紫外パルスの
時間遅延効果，それぞれの励起強度依存性，反応効率に
ついては今後の課題である．

５．ま　　と　　め
　Yb3+系についてYb3+→Yb2+の還元反応が次の三つの
スキームで起きることを見出した．

	 248または266	nm
　Yb3+Cl─		 	 Yb2+Cl
	 	 　 	Yb2+	+	Cl

（反応スキームⅠ）
図12	ナノ秒２波長２段階励起によるYb2+の生成．
 IRパルス（975 nm，６mJ），UVパルス（355 nm，0.3 mJ）（10 

Hz）3─18分照射．

図13	生成したYb2+の吸収スペクトルのピークの吸光度（○，367 nm）を縦軸（左縦軸），実線（―）はYb3+の 2F5/2← 2F7/2吸収スペクトルで
右縦軸目盛はモル分子吸光係数．Yb2+の濃度は励起波長に依存し，Yb3+の吸収スペクトル上にプロットできている．Yb2+の濃度は975 
nm励起の結果で規格化している．IRパルス（920─1000 nm，６  mJ），UVパルス（355 nm，0.3 mJ）を３分（10 Hz）照射．



 ナノおよびフェムト秒レーザーによる多光子 Yb3+→Yb2+反応 47

	 n hν
CH3OH	 	CH3OH+	+	e─

e─	+	Yb3+	→	Yb2+		
（反応スキームⅡ）

	 975	nm		 355	nm
　Yb3+Cl─	 	Yb3+Cl─	 	Yb2+Cl
　2F7/2	 	 2F5/2	 	 　 	Yb2+	+	Cl

（反応スキームⅢ）

　Yb3+系の際立った特徴は4f電子構造の単純さである．
近赤外から可視部に存在するレベルは 2F5/2だけであるた
め，4f電子励起状態間の緩和を考慮する必要がない．今
回は共鳴励起多光子反応の励起波長依存性を調べること
により，中間状態が f電子励起状態であることを明確に
できた．多段階励起反応の中間電子励起状態はこの準位
をおいて他にない．今後，Yb3+系について反応機構の解
明，反応収量の評価さらに詳細に行えば，Eu3+，Sm3+

系の反応機構の解釈をも深めることができるであろう．
最低発光状態を中間状態にできるならば，励起光はマイ
クロ秒のパルスで充分のはずである．Eu3+系でナノ秒パ
ルス励起では極めて低かったが，再考するする必要があ
る可能性がある．
　溶液中のランタニドイオンの光酸化還元反応はこれら
の元素イオンの分離精製に利用できる可能性が以前から
指摘されている．Lnn+，Acn+は外郭に f電子を有してお
り，Lnn+の4f電子に関係した光化学反応は5f電子を有
するAcn+にも適用できると思われる．従って，Acn+の
分離，すなわち，核燃料の再処理での応用にも展開でき
る可能性がある．レーザーによる遠隔照射によりAmイ
オン，Npイオンなどの価数を変化させ，それらのイオ
ンを抽出分離すれば，試薬の量を最小限に，かつ，安全
に処理できるであろう．
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